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東京土建一般労働組合
多 摩 西 部 支 部1面	 仲間のみなさんへ

2面	 春一番拡大
3面	 新型コロナウイルス
4面	 お知らせ

〈３月号 あんない〉

あくまで個人的見解だが、「３月」
と言えばプロ野球各球団のキャンプ
インであろう。私の贔屓球団ジャイ
アンツは、昨年末行われた日本シリ

ば、球団ではあの王貞治さん以来62年ぶりの快挙
となる。そして最後にエース菅野選手の残留であ
る。昨季の素晴らしい成績を引っ提げメジャー移
籍を目指したが、コロナ禍もあり交渉の折り合い
がつかず残留となった。正直どの補強よりも菅野
選手の残留が一番の補強である。
以上のことから、あくまで個人的見解に過ぎな
いがジャイアンツのセリーグ３連覇は既定路線か
と思われる。あとは日本シリーズ制覇だ。昨季同
様パリーグから出てくるであろう怪物選手だらけ
の某球団を叩けるか否かにかかっている。
　　　　　　　　　　　　（書記・渡邉宏規）

日々の組合活動へのご協力感謝いたします。現在、
日本を取り巻く経済はコロナウイルスによる影響で
不安定な状態です。私達が従事する建設業界につい
ても影響は多大となり、東京土建本部が中心となり
行った「コロナなんでも相談村（建設業に関わらず
広く市民に呼びかけ、生活相談や食料など物資の供
給も行った）」では、建設職人も訪れ生活保護の申請
もしなければいけない状況の仲間もいたそうです。
多摩西部支部では、1人でも多くの仲間へ『困った時
は早めに東京土建へ相談』を広め、この難局をみん
なの力で乗り切っていきます。東京土建への加入・
未加入に関わらず声掛け活動を広げてください。
【声掛けの主な内容】
①生活や仕事で困っていないか。

②確定申告相談をしていない人（どこに相談してよ
いか分からない）はいないか。
＊事業主へ給付された「持続化給付金」の申請に
は確定申告が必要でした。今後、あらためて国
からの給付が始まった際に給付対象の仲間がス
ムーズに申請できるよう確定申告は必ず行いま
しょう。

③支部へ『独立』の相談が増えています。独立の際
は、労災や社会保険の適用が必要となるケースが
多いです。
④支部へ『職人を紹介して欲しい』との相談が増え
ています。仕事を探している仲間がいましたら、
支部へ一報をいれてください。マッチングが可能
な場合は手配いたします。

コロナ禍を
乗り切ろう 仲間仲間のみなさんへのみなさんへ

ーズにて某球団に歴史的惨敗を喫し暗く影を落と
していたが、新シーズンは明るいニュースが揃っ
ている。まずは昨季リーグ２位の打率を残した梶
谷選手、本格派右腕井納選手を横浜からFAで獲
得をした。次に新戦力のドラフト５位加入の秋広
選手が大注目である。身長２ｍを超える長身に力
強い打撃が魅力の高卒ルーキーだ。まるで二刀流
でメジャーに渡った大谷選手のような打撃をする
選手で、もし高卒ルーキーで開幕スタメンとなれ

集団申告に向けた税金相談で来所した多くの相談者に、コロナ禍での仕事の状況などを聞き取るアンケートを実施
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春一番拡大行動春一番拡大行動でで分会総会・保険証交付説明会分会総会・保険証交付説明会のの声声かけをかけを春一番拡大行動春一番拡大行動でで分会総会・保険証交付説明会分会総会・保険証交付説明会のの声声かけをかけを春一番拡大行動で分会総会・保険証交付説明会の声かけを

2021年度分会総会兼保険証交付説明会日程

	分会名	 春一番目標	 春一番成果
	砂　川	 7
	けやき	 7	 2
	高　松	 8	 2
	国　立	 4	 2
	立川南	 5	 1
	富士見	 6	 1
	昭島中央	 6	 2
	玉　川	 6	 2
	朝　日
	拝島東１	 7	 ☆7
	拝　島	 9	 4
	事業所	 17	 ☆27
	直　属	 22
	合　計	 104	 50 組合パンフを活用して下さい

春一番拡大行動日
３月10日㈬、11日㈭、17日㈬

3・13集団申告に向けた税金相談で来所した多くの相談者に
加入者紹介を訴え、アンケートを実施

春一番拡大目標と成果 （3月1日現在）

	分　会	 日　　　時	 場　　　所

	砂　川	 	 分会センター

	けやき	 ３月30日㈫　19時00分	 支部事務所

	高　松	 分会総会：３月11日㈭　19時30分	 豊川稲荷

	国　立	 ３月29日㈪　19時00分	 矢川団地集会所

	立川南	 ３月30日㈫　19時00分	 子供未来センター102

	富士見	 ３月25日㈭　19時00分	 西立川児童会館

	昭島中央	 ３月29日㈪　19時30分	 分会センター

	玉　川	 ３月30日㈫　19時30分	 福島会館

	朝　日	 ３月29日㈪　19時30分	 分会センター

	拝東１	 ３月29日㈪　19時00分	 分会センター

	拝　島	 	

１月から３月の期間は、確定申告の時期であり、
新年度に向け事業所で新たな従業員の雇用、独立に
よる労災の加入など様々な要求が必要とされる時期
です。この月間の重点は、事業所の従業員が退職し、
独立する場合は必ず声掛けが必要となります。『困
った時や節目の時には組合へ相談を！』合言葉に組
織内事業所や個人事業所を中心に訪問と対話をお願
いします。また、一人親方の仲間へは、確定申告相
談を必要とする仲間はいないか確認も行動の重点と
していきます。新型コロナウイルスによる影響によ
り生活や仕事の不安を抱えている仲間は大勢いま
す。様々な対策を記載してある機関紙（今月号）を
読むことを多くの仲間へ広げ、この難局を全員の力
で乗り切りましょう。

※所属分会の分会総会に欠席の方は出席者に議決のすべてを委任したものとみなします。
※分会総会開催報告書の提出をお願いいたします。

庶民増税に反対し
庶民増税に反対し

納税者の権利を守るため
納税者の権利を守るため

一緒に税務署に行きましょう
一緒に税務署に行きましょう

（３・12重税反対総行動）
集団申告に参加しよう！
新型コロナウイルス対策のため、集会・
デモ行進は中止します

《集合場所》立川緑町公園（立川税務署横）
《開始時間》午前10時30分
※立川税務署管轄
　立川市、昭島市、国分寺市、東大和市、
　武蔵村山市です

緑町公園緑町公園

たちかわ
中央公園国立病院前

立川税務署

分 会 総 会：３月11日㈭19時30分
保険証交付会：３月30日㈫19時30分

分 会 総 会：３月30日㈯18時00分
保険証交付会：３月28日㈰15時00分

もがみ食堂
富士見坂自治会館

３/12
（金）
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新型コロナウイルスを防ぐには　新型コロナウイルスを防ぐには　 （厚生労働省website より）（厚生労働省website より）

ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと（１週間前後）が多く、
強いだるさ（倦怠感）を訴える方が多いことが特徴	です。
感染から発症までの潜伏期間は１日から12.5日（多くは５日から６日）といわれています。

新型コロナウイルス感染症とは

新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染によりうつるといわれています

飛沫感染 感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイ
ルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。

接触感染 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。
他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。

重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されているので注意しましょう。
特にご高齢の方や基礎疾患のある方は重症化しやすい可能性が考えられます。

日常生活で気を付けること

こんな方は御注意下さい

まずは手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石けんやアルコール消
毒液などで手を洗いましょう。
咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触ったものにウイルスが付着し、ドア
ノブなどを介して他の方に病気をうつす可能性がありますので、咳エチケットを行ってください。
持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、より一層注意してください。

発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休んでください。発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録してください。

次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
●風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いている（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）
●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
　　　※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が２日程度続く場合

東京土建国保加入者の方へ

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症にに

感染又は感染が疑われる方感染又は感染が疑われる方がが
療養のために仕事を休んだとき療養のために仕事を休んだとき
新型コロナウイルス感染症手当金新型コロナウイルス感染症手当金がありますがあります

1. 新型コロナウイルス感染症の療養のため仕事ができないこと
	 給与所得者　事業主の証明、医療機関の証明（受診していない場合は不要）が必要です。
	 	 ※パート等で収入を受けている家族、青色・白色専従者も対象となります。
	 事業所得者　医療機関の証明が必要です。

2. 連続する３日を含み、４日以上仕事を休んでいること
	 2020年１月１日から９月30日で仕事ができなかった期間のうち、４日目以降で療養のために休んだ日の
合計日数が支給対象になります。

3. 給与の支払いがない、またはその支払額が感染症手当金より少ないこと
	 （給与所得者のみ）
	 給与等が支払われている場合でも、その金額が感染症手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

手当金をうけるための条件手当金をうけるための条件
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女性女性のの会会

多摩西部支部女性の会 お問い合わせ先　多摩西部支部女性の会 お問い合わせ先　042-535-3332042-535-3332　担当：　担当：河河
こう む らこ う む ら

村村
Facebook更新中‼ 定例会や四役会議、イベントの情報など配信定例会や四役会議、イベントの情報など配信

【特賞】教宣部長賞【特賞】教宣部長賞　　　　浅田　征子浅田　征子
　【作品】コロナ禍で　仲間の絆　より強く　【作品】コロナ禍で　仲間の絆　より強く
　　　　　　（事業所仲間と連絡をとり仕事をもらったり、譲ったり）（事業所仲間と連絡をとり仕事をもらったり、譲ったり）

【委員長賞】【委員長賞】　　　　　　　　　　　　桐生　優子桐生　優子
　【作品】勇気だし　仲間づくりに　チャイム押す　【作品】勇気だし　仲間づくりに　チャイム押す
　　　（面識のない家を訪問するのは胸がドキドキする）　　　（面識のない家を訪問するのは胸がドキドキする）

【青年部賞】【青年部賞】　　　　　　　　　　　　森屋　勝江森屋　勝江
　【作品】気のゆるみ　泣いてからでは　手遅れだ　【作品】気のゆるみ　泣いてからでは　手遅れだ

一人親方労災のみご加入のみなさまへ一人親方労災のみご加入のみなさまへ
『一人親方』労災保険のみ加入者限定
年度更新【夜間受付】のご案内

以下の日程で法定労災の2021年度更新手続きを行います。

《日　程》3月25日㈭・26日㈮の2日間
《時　間》午後7時〜午後8時30分
《会　場》支部事務所会館2階（立川市栄町3-29-19）
※一人親方労災のみ（総合賠償責任保険・上乗せ労災含む）の新規・更新の受付です。
　それ以外（事業所労災・雇用保険等あり）の方は受付できません。
※昼間でも対応可。3月25日㈭から受付開始（午前9時～午後4時）

学習制度化委員会 合同部会
2021年１月21日㈭、教宣、学習制度化の部会が各

支部をWEBでつなぎ開催された。コロナの影響で
同じみになった会議形式だがお互いの健康のため仕
方ない。本部からの呼びかけで早速会議が始まった。
この議題は私たち一年の運動方針だけに欠かせぬ会
議だ。まず教宣から昨年の経過報告があり問題点な
どが話し合われた。教宣はこの１年を機関誌の発行
や記事、取材、編集委員会など、どの支部でも思う
ような活動ができず大変な苦労があった。しかし大
変な苦労を乗り越え、私たち支部同様に欠号をだす
ことなく組合員の皆さんに機関誌を届け、役目を果
たせて本当に良かったと皆さん語っていた。この後、
学習制度化の討議に移り、昨年の経過報告に続き本
年の方針など話し合った。我が支部では私と担当書
記で皆さんにお集まりいただき講習など計画はする
も、結局会議を招集することができず“３蜜”を避

けるため、開催ができなかった。学習制度化委員会
はとても大事な会議を担当していて、まず新年度の
新役員の研修会は特に重要な位置付けである、役員
としての心構えや土建組合としての基本的な役割、
活動など「たたかって学び、学んでたたかう」仲間
と仲間が連携して運動を広げる活動を方針としてい
る。しかし、学習制度化も他の部会同様に結局一回
も開催されなかった。私が他支部の状況はどうか尋
ねたところ、どの支部でも異口同音に開催できなか
ったとの答えが返ってきた。しかし、２支部だけが
人数を制限し２～３回に分散して開催した支部があ
った。我々も参考にしたいと思った。最後に教宣・
学習制度化ともに大会議案を全会一致で承認し、終
了。この１年コロナの影響でどの部会も満足な活動
ができなかったと思うが、土建には沢山の資料があ
るし、知りたいことは何でも知ることができる。勉
強はどこにいてもできる。私たち教宣、学習制度化
は皆さまに情報を共有してもらうために頑張ります。
新年度も是非皆様のご協力をお願いします。

川柳コンテスト　女性の会会員 受賞作
成せば成る！成せば成る！

アマビエイラストコンテストアマビエイラストコンテストアマビエイラストコンテストアマビエイラストコンテスト
組織部長賞

ＨＯＮＯＫＡさん

青
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長
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後継者対策部長賞
しおりさんゆつきさん

多摩西部支部入賞作品


